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深澤恵治 
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P1 臨床検査技師教育検討委員会より答申書を受理 

P2 平成30年度 災害対応能力向上研修会開催報告 

P3～P4 The 33rd World Congress of the International Federation of Biomedical Science  

第33回世界医学検査学会参加報告① 

P5 平成30年度認定認知症領域検査技師 日本認知症予防学会併設 JSDP技師講座開催報告 

P6 全国「検査と健康展」2018 

 平成30年９月22日（土）に臨床検査技師教育検討委員会 委員長 棟方伸一氏より『臨床検査技師教育見

直しについて(答申書) 』が宮島会長に提出され、受理されました。 

 なお、答申の詳細については次号に掲載いたします。 

 

臨床検査技師教育検討委員会は、一般社団法人日本

臨床衛生検査技師会代表理事会長の諮問に基づき、臨

床検査技師教育(卒前)の検証、見直しを検討することとし

た。臨床検査技師を取り巻く環境は、超高齢化社会が到

来し、団塊世代が75歳を迎え、医療や介護の需要が増大

する2025年に向けて、都道府県ごとに策定された地域医

療ビジョンにより、病床の機能分化が進み、急性期病床、

慢性期病床が減少し、回復期病床が増加しています。医

療と介護の連携を進めるチーム医療の展開が進められ、

「病院完結型医療」から「地域完結型医療」へ、また、科学

的なデータによるタイムリーで且つ的確な診断が必要で

あり、在宅での臨床検査も増加するものと考える。 

一方、ゲノム医療など、科学技術の進歩により最新医

療は高度・専門化し、また、少子高齢化の克服に向けて、

国ではＩoＴ、人工知能の活用を推進し、近い将来人工知

能を保持した分析・測定器などが誕生するものと思われ

る。医療を取り巻く環境は、刻々と変化しており、医療環

境の変化に乗り遅れない臨床検査技師教育が求められ

ている。 

  また、臨床検査技師教育が始まった47年前には、ほと

んどが専門学校であったが、近年、大学教育に70％程が

移行し、大学教育に加え大学院教育も実施されており、

臨床検査技師教育が大きく変ろうとしている。 

以上の臨床検査技師を取り巻く環境の下において、如

何に時代に即した臨床検査技師を医療の現場等に輩出

するかは、喫緊の課題と考え、臨床検査技師教育におい

て、次の項目に視点をおいて、検討を重ね、臨床検査教

育の見直し並びに提言を纏め答申いたします。 

１ 臨床検査教育の４年制化(大学教育)について 

 

２ 厚生労働大臣の承認科目制(校)のあり方について 

 

３ 臨床検査技師教育(卒前)の見直しについて 

○ 高齢化進展に伴う、医療供給体制の見直しへの

対応 

(在宅医療への対応、地域包括ケアシステムへの対

応等) 

○ 医師の働き方改革への対応 

(チーム医療対応力、他職種の業務把握) 

○ 医療技術の高度化等への対応 

(人工知能、ビックデータ活用力、ゲノム医療等の新

技術への対応)    

○ 総合臨床実習時間並びに総合臨床実習の運用の

あり方について 

○ その他(国際化への対応能力) 

臨床検査技師教育見直しについて(答申書) 
 

臨床検査技師教育検討委員会 

委員長 棟方伸一 

副委員長 小郷正則 

担当理事 深澤恵治  

（他委員９名） 

棟方委員長より答申書を受理する宮島会長 



本研修会はテーマを「あなたの検査室が被災した時

にとるべき行動を考える」として開催しました。内容

は自らの施設が被災した際に、臨床検査機能を維持ま

たは早期復旧するために必要な知識および技術を習得

し、会員施設の臨床検査部門における災害対応能力の

向上を図るための具体的な災害時アクションカードの

作成を可能にするために企画したものです。 

講義は「災害医療概論」を小井土雄一医師（厚生労

働省 DMAT事務局）に、「発災時に想定される状況変

化」について安部史生技師（神戸赤十字病院検査部  

兵庫県災害医療コーディネーター）「モデル・コア・

アクションカードについて」を太田麻衣子技師（亀田

総合病院 DMAT）にそれぞれお願いしました。午後は

「【発災シミュレーション演習】アクションカード立

案へ向けての机上トレーニング」と題して、日臨技災

害対策WGのメンバーが前日から趣向を凝らしたグルー

プワークを行い、実際に検査室が災害にあった時に取

るべき行動をもとに、具体的なアクションカード作成

を可能とする内容で実施しました。日臨技災害対策WG

委員の４名がファシリテーターとなり、自分が受け持

つグループをそれぞれ真剣に支援することで、参加者

一同満足した内容となったようです。 

災害対策に関する研修会は12月14日（土）、15日

（日）にも「平成30年度災害派遣技師研修会」として

“実際に災害地に派遣され、医療支援活動を実施する

にあたって取るべき行動”をテーマに企画していま

す。ご期待ください。 

（担当理事 深澤恵治） 

開催日：平成30年９月16日（日） 

会場：日本臨床検査技師会館 ３階 

吉澤 麗子（横浜掖済会病院 ） 

 今回私は、自分も含め自施設のスタッフの災害対策

意識を高めるため、また災害におけるBCPを策定する

ために参加いたしました（災害拠点病院ではないです

が…）。 

 午前中は災害や災害医療の基礎を分かりやすく講義

して頂きました。講師のうち２名はDMATで活躍する現

役検査技師の方で、勝手に親近感を抱きながら拝聴し

ました。 

 午後からはグループに分かれて、アクションカード

の作成と机上トレーニングを行いました。地震が起き

たと想定し、分刻みでの対応に追われ、あっという間

に時間が過ぎてしまいました。 

 マニュアル通りの災害はない！けれど、知識を持

ち、備えておくことが重要と心得ます。 

 最後に、災害時何をするか・何ができのるか…の前

に、まず「自分が無事であること」が大前提です。

“自分の身は自分で守り”“災害時スイッチをONにす

る”。ここから始めたいと思います。とても勉強にな

りました。この研修会を是非継続して頂きたいと思い

ます。 

大前 嘉良（紀南病院） 

 最近、各地の災害の報道が相次いでおり、私が勤め

る施設でも、災害にどのように備え、発災時にはどう

行動すれば臨床検査機能を維持または早期復旧するこ

とができるかを学びたいと思い参加しました。 

 午前中は、災害医療概論に始まり、発災時に状況が

どのように変化するのか、日常と非日常の思考回路の

切り替えが必要であること、災害発生時にどのように

行動し臨床検査機能を復旧させて行くのか、自施設に

適した行動を自分たちで考えアクションカードを作成

し備えておくことの重要性などについて学びました。 

 午後からは、グループに分かれて実際に災害が発生

した場合にどのような行動が必要であるかを、即時、

緊急、災害時に分けて考えアクションカードを作成し

ました。また、アクションカードを参考に災害発生直

後からの行動や人員配置等、臨床検査室のシミュレー

ションを机上訓練として行いました。今回の研修でた

くさんのことを学びましたので、自施設でも取り入れ

災害に備えたいと思います。 

Vol.24No.20               会報JAMT ホームページ掲載                 平成30年10月15日号 

平成30年度 



Vol.24No.20               会報JAMT ホームページ掲載                 平成30年10月15日号 

第33回世界医学検査学会参加報告① 

＝ Summary = 

 代表理事・副会長 長沢 光章  

 The 33rd World Congress 

of the International Federa-

tion of Biomedical Laborato-

ry Science（第33回世界医

学検査学会）がイタリアの

フィレンツェで開催されま

した。 

 会期は2018年９月22日

（土）から26日（水）の５

日間で52カ国から561人が参加し、日本からも31演題の

ポスター発表がありました。この学会は２年に一度開催

され、前回は皆様も記憶に新しい2016年にJAMTが担当し

第32回IFBLS学会を神戸で開催しました。 

 今回、JAMT代表として 

代表理事・副会長である私

と、片山執行理事、学生

フォーラム担当として国際

WGより坂本委員、学生代表

として三島茉那美さん（神

戸常盤大学）、松本沙彩さ

ん（静岡医療科学専門大学

校）が参加しました。22日の開会式ではJAMT Awardと

してフィリピンとクロアチアのお二人を表彰しました。

期間中のプログラムとして、Plenary Lectures、IFBL 

Workshop、Student Forumと濃い内容でした。 

 最終日の総会では、次期理事選挙があり片山執行理事

が多国の支持を得て再選（２期目）されました。閉会式

ではポスター賞としてASCLS Awardを野坂大喜技師（国

立大学法人弘前大学大学院 保健学研究科）、同じくポ

スター賞としてYoung Scientist Award（KAMT賞）を蓮

沼裕也技師（桐蔭横浜大学医用工学部 生命医工学科）

がそれぞれ受賞されました。 

第34回世界医学検査学会は、デンマークのコペンハー

ゲンで開催されますので是非ご参加ください。 

学会場 

JAMT Award  

＝ Conference report ＝ 
執行理事（国際担当） 片山 博徳 

 今回の学会前の9月20日（木）・21日（金）にIFBLS

の理事会があるため私は早めのイタリア入りとなりまし

た。理事会では本会の運営に関することや総会資料の確

認等が行われました。今回は52カ国から参加があり500

人を超える参加者が見込まれることがアルバ理事（今回

の学会長）から報告がありました。また、日本からも31

演題のポスター登録が

ありこれは全体で３位

の登録数でした。 

 22日(土）の学会初

日はOpen Forumから始

まり開会式ではマリー

IFBLS会長、イタリア

の技師会会長や関係者

の方々より挨拶があ President Reception 

り、その後の各賞の表彰式では日本からJAMT Awardと

IFBLS TMER Awardが贈呈され、その他に６つの表彰が

ありました。Opening lectureに引き続きPresident’s Recep-

tionが学会場の庭園において行われ、もてなしを受けま

した。 

 イタリアでのStudent Forumは初日

からプログラムが組まれており参加

国の学生と十分な議論ができる環境

でした。２日目からの３日間は毎

朝、Plenary Lecturesがあり参加者は

朝から同じ内容の講演を聴き、その

後それぞれのセッションへ分かれる

ユニークなスタイルでした。ポス

ターは閉会式まで掲示されており、

昼食時間の２時間ほどが質疑応答に

あてられました。24日(月）・25日

（火）の２日間はIFBLS workshopを開催し、さまざまな

テーマでグループ討議を行いました。このワークショッ

プはその日の最後のセッションであるにもかかわらず会

場には多くの参加者が集まり大いに盛り上がりました。

社交行事の１つであるSocial dinnerは25日にPlazzo Bor-

gheseで開催されました。とても素敵な宮殿で1400年代

の有力貴族サルヴィ

アーティ家によって

建造され、後にはナ

ポレオンの妹ポー

リーヌ・ボナパルト

が結婚後の新居にし

た宮殿でもありま

す。 

 サイレントオーク

ションへの出品は日本が一番多く、どれも人気ですべて

落札され、このオークションに貢献しました。26日の最

終日の総会ではすべての議案が承認され、次期理事の選

挙もあり、お陰さまで私も各国からの信任を得ることが

でき再び２年間IFBLSの理事として活動することとなり

ました。引き続き皆様のご協力をどうぞよろしくお願い

いたします。 

 閉会式では退任される

トム前会長とアルバ理事

のご挨拶がありその後ポ

スター賞の表彰式では日

本からお二人が表彰され

ました。 

 学会は終了しましたが

27日（木）、28日（金）

と新理事会があり、これ

から２年間の活動内容、各委員会の委員の選出、他次回

の理事会の開催地等が協議されました。 

 次回の開催地はデンマークのコペンハーゲンです。是

非みなさまとご一緒に参加できれば幸いです。 

workshop 

Social dinner  

IFBLS 新理事 

次ページでは一般参加されたお二方からの感想をご紹介いたし

ます。 
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初めての国際学会 
関根 凜太郎（がん研有明病院）  

今回が私にとって初めての国際学会であり、初めての

学会発表でした。どう分かりやすいポスターを作り、さ

らに英語で表現するにはどうすればよいのかと不安ばか

りでしたが、小松京子技師長の助けにより、無事作成で

きました。また、日本の学会との違いはとワクワクが止

まりませんでした。 

 小松技師長は、現地ではIFBLS業務でご多忙であり、

つくば臨床検査教育・研究センター（TMER）の鈴木悦

理事長に終始ご指導頂き、不慣れな国際学会で困ること

なく楽しい時を過ごさせて頂きました。心より感謝して

おります。 

ポスターは350点ほどあり、内容も様式も様々でし

た。質問や助言を受け、拙い英語での会話ではありまし

たが、勉強になりました。今後自分がポスターを作る際

に役立てたいと思います。聴講した口頭発表では日本と

同様の内容もあれば、その国独自の問題についてもあ

り、自国のシステムを再考する良い機会となりました。

その中でもHarvey’s Gangという企画に興味をひかれま

した。入院中の子供達に検査室で白衣を着て臨床検査技

師の仕事を体験してもらい、嫌いな採血の向こう側を

知ってもらうという活動です。当院でも学生の体験実習

はありますが、目的は異なります。国ごとの差異が面白

いので、会場で沢山見なさいという技師長の言葉を思い

出しました。social dinnerではボルゲーゼ宮の絢爛豪華

な内装に驚かされました。世界中の技師が集う壮大な

dinnerでした。 

初めての国際学会で緊張していた私に優しくお声がけ

下さった技師会の皆様、お世話になりました。また、小

松技師長からはポスターの作成から、学会場という社交

の場での振舞いなど、多くの貴重なご指導を受けること

ができ、得難い経験をさせて頂きました。教えを忘れ

ず、グローバルな技師を目指して地道に努力していくこ

とで、恩返しをしたいと思います。末筆になりました

が、学会場で出会った全ての皆様に御礼申し上げますと

ともに、再会の折は引き続きご指導のほど、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

第33回International Federation of Biomedical Laboratory 

Science (IFBLS)国際学会に参加して 
國廣 まり（福山市民病院） 

 この度、2018年９月22日(土）〜26日(水）にイタリア

で開催された第33回IFBLS国際学会に参加する機会に恵

まれましたのでご報告させてい頂きます。 

 本学会は２年前に神戸にて開催され、私は初めて臨床

検査技師の国際学会に参加しました。様々な国の臨床検

査技師が自分の仕事や研究を発表されている姿に刺激を

受け、次回の学会で発表しようと決心しました。 

 今回、私は「Deviation be-

tween initial diagnoses and 

final diagnoses in adult ALL 

patients」の 演 題 名 で ポ ス

ター発表を行いました。ポス

ター発表は、連続３日間所定

の時間に自分のポスターの前

に立ち、質問者とディスカッ

ションをするシステムでし

た。質問に対して即答するの

が難しい場面もありました

が、一つ一つ説明することで

相手も理解しようとしてくだ

さり、３日間を無事に終える

ことができました。ディスカッションをしていない時に

は、ポスター番号が近かった日本の方々とも交流ができ

ました。中でも、今回の発表についてメールで相談をさ

せていただいた神戸常盤大学の坂本先生には、学会中も

大変お世話になりました。海外の発表者の中で私が関心

を持ったのは、ISO 15189のテーマでした。当院も取得

に向けて今年からスタートしており、難しい内容もあり

ましたが興味深く聴講させていただきました。 

 また、学会最終日に開催されたラボツアーにも参加し

ました。ラボの場所間違いというハプニングが発生し、

１時間ほど待ちぼうけを食うことになりましたが、その

間に日本、ノルウェー、台湾の方々とも交流ができまし

た。 

 今回の学会では、

発表時以外にも日本

のみならず海外の

方々とたくさん交流

することができ、そ

の出会いが私にとっ

て財産となりまし

た。今回の貴重な経

験を機に、国内・海

外の両方に視野を広

げ臨床検査に尽力し

たいと思います。 

 最後になりましたが、このような報告記事の機会を与

えてくださった片山執行理事、学会中お世話になった

方々、本学会に送り出してくださった職場の方々に心よ

り感謝申し上げます。 

ポスター発表前の筆者  

学会中お世話になった方々 
左から片山執行理事、鈴木先生、筆者、長

沢副会長、関根技師、小松先生、竹花技

師  

写真上：social dinner 

（写真左端が筆者） 

写真右：会場にて 

 次号では学生フォーラムに参加された三島さん、

松本さんとポスター賞を受賞された野坂技師、蓮沼

技師の報告をご紹介いたします。 



認定取得者スキルアップセミナー受講と 

学術集会初参加  

寺島 健（JA新潟厚生連 小千谷総合病院）  

 認定取得者スキルアップセミナーは9月24日10時か

ら高村好実理事の開講挨拶に始まり、午前２講演、午

後は認知症対応力向上講習会Bの開催報告が行われま

した。 

 午前の利根川久女紅先生講演の冒頭、まさかのDA 

PUMP「U.S.A.」を会場全員で踊るなんて想像もしてい

ませんでした。その後「黒田節」「ラストワルツ」

「ないしょ話」「りんごのひとりごと」最後は加山雄

三の「愛する時は今」の音楽で、高齢者や認知症患者

向けのダンス療法を体験しました。利根川先生は大変

パワフルな方で、私の母親と同い年とは思えませんで

した。 

 午後は講習会Bを企画、設営、運営した北海道、大

阪、神奈川、群馬、高知、東京の6名の技師から、準

備や講習会での苦労話、問題点、改善点や課題等が報

告されました。講習会実施回数、講習会前の予備知識

習得、神経心理学的検査の説明と実技には苦慮する所

であり、今後も講習会の継続開催が必要であると感じ

ました。 

 今回、初めて日本認知症予防学会学術集会に参加

し、驚きと痛感した事があります。参加人数総計

1,456名のうち990名、2/3はコメディカルでした。

皆、職種を超え認知症に対する高邁な志を持って参加

し勉強していました。私も認定認知症領域検査技師と

して、認知症予防の啓発、認知症関連検査の普及に改

めて努めようと考えます。 
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 平成30年９月22日（土）～24日（月・祝）に開催された第８回日本認知症予防学会学術集会に併設し

て、９月24日（月・祝）にJSDP技師講座が開催され、認定認知症領域検査技師資格取得者を対象とした

「認定認知症領域検査技師資格更新のためのスキルアップセミナー」とこれから資格取得を目指す方を

対象とした「認定認知症領域検査技師資格取得のための技師講座」をそれぞれ行いました。 

 資格取得者対象のスキルアップセミナーは「認知症への理解を深め、認定資格取得者のさらなる活躍

の場を見出す」をテーマに、資格未取得者対象の講座は「認知症患者への対応力向上および認知症に関

する基礎知識の取得」をテーマとしました。 

 それぞれの参加者より感想をいただきましたのでご紹介いたします。 

（担当執行理事：深澤 恵治) 

平成30年度認定認知症領域検査技師 

 認定認知症領域検査技師の資格取得に向けて  

 

坂上 敦（伊勢崎市民病院）  

 私は業務上、患者様と接する機会が多く近年高齢者

の増加に伴い認知症を発症された方々を検査させて頂

く機会もあり今回、本講座を受講しました。2025年に

は認知症有病率は約700万人に及ぶとのことでした。

自分が認知症を発症された方を目の前にし、どのよう

に接し対応したら良いのか在宅医療の視点より事例、

現場の動画を交え高瀬先生にご講演頂きました。認知

症を正しく理解すること、地域包括ケアシステムの活

用、多職種に及ぶチームケアの取り組み、薬の話など

受講者を飽きさせないユーモアを交えた内容でした。

福田先生には介護施設における認知症ケアに対する取

り組み認知症の方への接し方についてご講演頂きまし

た。「徘徊」という言葉は使わない、パーソン・セン

タード・ケアと認知症ケアマッピング、「ケアをして

いる私達もケアされている」という最後のメッセージ

は印象的でした。 

 認定試験対策では勉強の仕方、要点などをご教授頂

きとても有意義な時間でした。講師、関係者の皆様に

お礼を申し上げると共に認定資格取得を目指し日々の

業務に生かせる様、精進していきたいと思いました。 

講演２：ようこそ♪利根川ワールドへ 

～心を動かすと体はうごくのです～ 

講演1：認知症の診断と治療 

～高齢者のことを理解し、正しく接するために～ 
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 国民の皆様の生活習慣病やガンの早期発見のために、定期的な健康診断の重要性を啓発するとと

もに、臨床検査についての理解を深めていただくために、今年も全国「検査と健康展」を全国各地

で開催しております。お近くの会場へ是非、ご参加ください。 

全国各会場の開催日程・会場は当会HPの特設ページでご確認ください。 

http://www.jamt.or.jp/kenken/ 

（編集後記）猛暑だった夏も終わりを告げ、コスモスが咲き誇り周りはすっかり秋色です。また、様々なとこ

ろで収穫祭が模様され、私の家の周囲は黄金色の稲穂で満ち足りています。日臨技も各地区で開催される支部

学会や様々な研修会そして国際学会と役員一同、内容と質も充実した収穫の時期を迎えています。この収穫し

た出来事をさらに大きく育てるのが日臨技の仕事と考えています。会員の皆様と一緒に大きく育てながら、さ

らに大きな収穫祭を迎えるようにしましょう。                        （深澤） 
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中央会場  

日本橋 江戸桜通り地下歩道 

 

日時 平成30年11月11日(日) 11:00～16:00 

入場無料 

健康寿命をのばそう！をテーマに 

無料臨床検査・検査相談コーナーや 

小中学生も楽しめる臨床検査体験コーナー 

スポーツをされている方にもおすすめ！関節エコー検査 

など様々なコーナーを準備してお待ちしております。 

※東京の中央会場以外にも各地で開催されています。 

すでに開催が終了している会場もございます 


